
３㌻行財政改革大綱 実施状況を公表します

６・７㌻年末年始の業務のご案内

８㌻「二十歳のつどい」を分散開催

２５㌻まちかどスナップ  「『鎌倉殿の１３人』スペシャルトーク  ｉｎ  一宮」が開催されました
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１２月の行事予定

人口と世帯数 １１月１日現在

人口…３８０，６３７（ ＋  ３ ）男…１８５，９７２（ ＋ ４８ ）女…１９４，６６５（ ▲ ４５）世帯数…１６６，０１２（ ＋２０５ ）※（ ）内は前月対比

１２月の時間外証明窓口

午前８時３０分～午後５時１５分

時間延長…１・８・１５・２２日（木）

　　　　　▽市役所本庁舎…午後８時まで

　　　　　▽尾西・木曽川庁舎…午後７時まで

休日開設…２５日（日）

　　　　　▽市役所本庁舎…午前９時～正午

取扱業務…住民票の写し、戸籍全部・個人事項証明書、

印鑑登録証明書、市県民税・軽自動車税に

関する証明書などの発行

市政へのご意見・ご要望は

市民メール　 ▽info@city.ichinomiya.lg.jp

市民ポスト　 ▽市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、

出張所などで受け付け

市民ファクス ▽（７３）９１２８

１００９９５６ＩＤ

１０００２２７ＩＤ

１００４９５６ＩＤ

納付のお知らせ

納付は １２月２７日（火） までに

１０００８７５ＩＤ

 1  ＩＣＨＩＮＯＭＩＹＡケーキ巡り（～１月３１日／４㌻）

一宮イルミネーション２０２２～冬の七夕～（～１月９日／４㌻）

第２期子ども・子育て支援事業計画の中間見直し 意見募集（～２８日／５㌻）

美術館・特別展 「河鍋暁翠展 －父・暁斎から娘へ、受け継がれた伝統－」（～４日／ ＩＤ  １０５２１６３）

資料館・秋季特別展 「観光旅行の始まり －行く人・来る人－」（～４日／ ＩＤ  １０４７６０４）

博物館・特集展示 「名僧の墨蹟」（～１８日／ ＩＤ  １０５２２５６）

１３８ウィンターイルミ（～２５日／ ＩＤ  １０２１６３０）

美術館・コレクション展（常設展）「画家の系譜」（～１月２２日／ ＩＤ  １０５２２９１ ）

5  定例市議会（一般質問）　※議会関係は  ＩＤ  １０５２９０６

6  定例市議会（一般質問）

7  定例市議会（一般質問）

9  総務委員会

10  ホワイトイルミネーション（～２４日／４㌻）

12  福祉健康委員会

13  経済教育委員会

14  建設水道委員会

15  地域共生社会の実現を推進するための計画 意見募集（～１月１６日／５㌻）

20  定例市議会・閉会

博物館・特集展示 「生誕１００年 郷土の俳人 小川双々子」（～２月１２日／９㌻）

23  市立小中学校終業式

24  まちづくり子どもアイデアパネル展示会（～１月１９日／８㌻）

26  上下水道事業経営戦略の改定 意見募集（～１月２６日／５㌻）

28  市役所仕事納め（６・７㌻）

　一部の掲載記事の内容は、
市議会の議決後、実施します。

各記事に掲載の  ＩＤ  （７桁の数字）を、市ウェブサイトの「ページＩＤ検索」に

入力すると、該当記事の情報がダイレクトに表示されます。
ＩＤ 表示１０２１４３５

市役所の開庁時間
固定資産税・都市計画税（第３期分）
国 民 健 康 保 険 税（第６期分）
後期高齢者医療保険料（第６期分）
介 護 保 険 料（第６期分）

　新型コロナウイルス感染症の拡大を
防止するため、掲載している催し・教室
などは中止・延期等になる場合があり
ます。また公共施設も臨時休館などに
なる場合があります。開催・開館状況は、
市ウェブサイトをご確認いただくか、
問い合わせ先へお尋ねください。
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市政最前線

改革大綱改革大綱 実施状況を公表します

　令和３年度～５年度の行財政改革大綱を策定し、具体的な取り組み計画に基づいて行財政改革を進めています。

令和３年度の実施状況は下記のとおりです。

３３，，２７８２７８万万５５千円千円

※【 】内は効果額

【問】行政課　（２８）８９５６

１０５３２８６ＩＤ

行政手続きのオンライン化

ＡＩ総合案内サービス

ＲＰＡによる業務の負荷軽減・効率化

窓口手数料などのキャッシュレス決済の拡大

本庁舎の業務記録システムの導入

上下水道料金のスマートフォン決済による納付

消防活動でのスマートフォンの映像利用

ＧＩＧＡスクール構想

市・県民税申告受付を完全予約制に

税証明書のコンビニ交付

病室床頭台に情報端末を設置

消防救急課の創設および本部救急隊の発足

　資料は本庁舎行政課で配布するほか、

市ウェブサイト、市資料コーナー（本庁

舎１階、尾西・木曽川庁舎１階）で閲覧

できます。

４４４４事業事業取り組み取り組み

効 果 額効 果 額

行財政行財政

財政・資産の改革

中央看護専門学校の閉校

働く婦人の家の廃止と跡地施設の有効利用

市民病院既設病棟の改修による診療機能の強化

学校給食調理業務の民間委託

搬入ごみ受入処理業務の民間委託

民間活力を活用した公立保育園の施設整備

ふるさと納税による動物愛護事業の寄付募集

【１，９４６万６千円】

【９８８万６千円】

【３４３万３千円】

人材・組織の改革

組織・機構の見直し

保健所と保健センターによる総合的な

保健衛生サービス

福祉総合相談室の設置

高度救助隊の編成と運用

産業廃棄物処理施設の設置にかかる紛争予防

官民連携・
コミュニティ力の強化

官民連携による一宮駅周辺の

新たなまちづくり

地域づくり協議会の設置・運営と交付金の見直し

地域住民等との協働によるおでかけ広場の充実

人に優しいデジタル化

▼ 取り組みの追加

▼ 主な取り組み

歳入増加

３４３万３千円 ２，９３５万２千円

歳出削減
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１０５３３３９ＩＤ

【問】観光協会（観光交流課内）　（２８）９１３１

　市内の参加店舗で注文して、

会計時に二次元コード

を読み取り、スタンプ

を獲得します。

　異なる４店舗で

スタンプを集めて

必要事項を入力し、

ご応募ください。

１ ２参加店舗で注文して参加店舗で注文して
スタンプを獲得スタンプを獲得

３スタンプを４個集めてスタンプを４個集めて
景品を手に入れよう景品を手に入れよう

　ウェブサイトにアクセスし、

スタンプラリーに参加します。

デジタルデジタル
スタンプラリーに参加スタンプラリーに参加

冊子にスタンプを

集める紙版のスタ

ンプラリーも実施

します

参加店舗は１０店舗！ ケーキの見た目や味を楽しみながら、スタンプを集めよう！

１１月月９９日日（祝）（祝）まで一宮駅周辺を彩りますまで一宮駅周辺を彩ります！！

【問】一宮イルミネーション協議会（一宮商工会議所内）　（７２）４６１１

１２１２月月１０１０日日（土）（土）～～２４２４日日（土）（土）

ホホワワイイトト
イイルルミミネネーーシショョンン

【問】ホワイトイルミネーション実行委員会（尾西商工会内）　（６２）９１１１

１０５３３２８ＩＤ

１０４３５２８ＩＤ

尾西庁舎西側の街路樹を華やかにライトアップ尾西庁舎西側の街路樹を華やかにライトアップ！！

点灯時間点灯時間 ▼▼ 午後５時～１０時午後５時～１０時

点灯時間点灯時間 ▼▼ 午後５時～９時午後５時～９時

１１月２６日（土）～１月３１日（火）

詳しくはこちら   ▼
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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

市民意見提出制度 　市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして最終案を

決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表します。

　素案は市ウェブサイト、市資料コーナー（市役所本庁舎１階、尾西・木曽川

庁舎１階）などで募集期間中閲覧できます。意見 を募集します

【問】子育て支援課　（２８）９０２２１０５２８８８ＩＤ

　策定時の想定と実績値が大きく異なっている

部分などを見直し、新たに実施した事業を追加

した中間見直し案を作成しました。

募集期間 ▼１１月２８日（月）～１２月２８日（水）（必着）

第２期子ども・子育て
支援事業計画の中間見直し

１

　水道・下水道事業を、将来にわたって安定的

に継続するため、経営戦略の改定素案を作成し

ました。

１０５３１６６ＩＤ 【問】経営総務課　（２８）８６２０

上下水道事業
経営戦略の改定

募集期間 ▼１２月２６日（月）～１月２６日（木）（必着）

２

【問】福祉総務課　（２８）９０１５１０５３２１２ＩＤ

　「地域福祉計画・地域福祉活動計画（重層的

支援体制整備事業実施計画・再犯防止推進計画

を含む）」の素案を作成しました。

募集期間 ▼１２月１５日（木）～１月１６日（月）（必着）

地域共生社会の実現を
推進するための計画

３ 提出方法

下記の提出先に持参または電子メール・郵送・ファクス

１ kosodate@city.ichinomiya.lg.jp、

〒４９１－８５０１　本庁舎子育て支援課、（７３）７７０１

２ keieisoumu@city.ichinomiya.lg.jp、

〒４９１－８５０１　本庁舎経営総務課、（７３）９２５２

３ fukushi-somu@city.ichinomiya.lg.jp、

〒４９１－８５０１　本庁舎福祉総務課、（７３）９２７０

　オミクロン株対応ワクチンなどの新型コロナワクチン接種の実施期間は、令和５年３月３１日（金）ま

でとなっています（１１月１１日現在）。実施期間の終わりに近づくにつれ、接種機会が少なくなってい

きますので、接種のご検討はお早めにお願いします。

　オミクロン株対応ワクチンは現在のところ、１・２回目接種を完了している１２歳以上の方を対象に、

前回接種から３カ月以上の間隔を空けて１人１回限りの接種となります。接種できる時期の対象者に

は接種券（接種券付き予診票）を発送済みです。前回接種から３カ月経過しているにもかかわらず接

種券が届いていない方や、接種券の再発行を希望される方はコールセンターへご連絡ください。

新 型 コ ロ ナ ワ ク チ ン 接 種

接種のご検討はお早めに

新型コロナワクチン接種コールセンター

  ０５８６（５２）７７５５
午前８時３０分～午後５時１５分

土・日曜日、祝日も開設
（１２月２９日（木）～１月３日（火）を除く）

最新の情報はウェブサイトで確認できます。

新型コロナワクチン接種

情報サイト

１０４１１４０ＩＤこちらから ▼

【問】新型コロナワクチン接種推進室　（７２）１３８９
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▼環境センターへのごみの持ち込み（有料）

可燃ごみと不燃ごみに分別して、お持ち込み

ください。年末年始は大変混雑しますので、早

めに持ち込むか、時間に余裕をもってお持ち込

みください。

▼ごみ・収集資源

　休み期間中は絶対にごみを出さないでください。

▼資源の拠点回収

１２月３１日（土）・１月１日（祝）は休みです。

▼犬・猫などの死骸を見つけたら

休み中に道路などの公共の場所に犬・猫など

の死骸を見つけたら、市役所へご連絡ください。

１０１６９４１ＩＤ

▼受付時間／午前９時１５分～１１時３０分

　　　　　　午後１時～４時３０分

▼受付時間／午後１時～５時

▼受付時間／午前９時～正午

※天候により休診となる場合があります

※は各曜日収集地区の可燃ごみまたはプラスチック製容器包装を収集

【問】地域交通課　（２８）８９５５ 【問】廃棄物対策課　（４５）５３７４

【問】市役所代表電話　（２８）８１００

【問】一宮斎場　（４５）４２０４
　　 尾西斎場　（４５）２５３５

【問】収集業務課　（４５）７００４

斎　場

市役所・出張所

の業務のご案内の業務のご案内年末年始

ごみ・資源

急病などの診療

県救急医療情報センター

（７２）１１３３

（７１）２７６６ （７２）５５４８

休日急病診療所（中保健センター内） 口腔衛生センター（ききょう会館内）

休日診療

心身障害者歯科
診療（予約制）

休日歯科診療

　医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な

医療機関を２４時間３６５日ご紹介します。

１２月 １月

２５日（日） ２６日（月） ２７日（火） ２８日（水） ２９日（木） ３０日（金） ３１日（土） １日（祝） ２日（月） ３日（火） ４日（水）

ごみの
持ち込み

休み 平常どおり 休み
平常
どおり

ごみ・
収集資源

休み 平常どおり ※ 休み
平常
どおり

１２月 １月

２５日（日） ２６日（月） ２７日（火） ２８日（水） ２９日（木） ３０日（金） ３１日（土） １日（祝） ２日（月） ３日（火） ４日（水）

休日急病
診療所

休日診療 休み 休日診療 休み

口腔衛生
センター

休日診療 休み 休日診療 休み

　－バスミニ

　－バス

内科・
小児科

【問】施設管理課　（４８）５３８３

１２月２９日（木）

～１月３日（火）は運休

１２月２５日（日）・３１日（土）、

１月１日（祝）は休み
　年内のくみ取り・清掃業務は１２月２８日（水）

まで行います。ご希望の方は１２月２１日（水）

までに、くみ取り・清掃業者にお申し込み

ください。

し尿くみ取り・浄化槽の清掃

１２月２９日（木）～１月３日（火）は休み

　市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎と出張所は、１２月

２９日（木）～１月３日（火）は休みです。ただし死亡・婚

姻届など、一部の届け出は本庁舎、尾西・木曽川庁舎

の時間外受付でお預かりします。
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▼　－ビル１階の中央エレベーター横・北側入り口横

▼尾西図書館の玄関横

▼玉堂記念木曽川図書館の南玄関横・北側職員通用口横

▼子ども文化広場図書館の玄関横

▼一宮地域文化広場有隣会館の玄関横

１２月２９日（木）～１月４日（水）は休館

　ビデオテープ・カセットテープ・

ＣＤ・ＤＶＤ・大型絵本・大型紙芝

居は返却ポストを利用できません

ので、１月５日（木）以降に図書館

にお返しください。

（地域文化広場図書室は１２月２８日（水）も休館）

休館中の図書返却には、下記の「図書返却ポスト」をご利用ください。

図 書 館 【問】中央図書館　（７２）２３４３
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施　設　名 休館・休場期間

生
涯
学
習

尾西生涯学習センター

尾西生涯学習センター墨会館

尾西南部生涯学習センター（貸館休館中）

市立公民館

１２月２８日（水）～

１月４日（水）

ス
ポ
ー
ツ

尾西スポーツセンター

木曽川体育館

温水プール

市テニス場

光明寺公園球技場

１２月２８日（水）～

１月４日（水）

いちのみや中央プラザ体育館
１２月２９日（木）～

１月３日（火）

総合体育館
１２月２９日（木）～

１月４日（水）

歴
史
・
美
術

博物館

三岸節子記念美術館

尾西歴史民俗資料館

木曽川資料館

１２月２８日（水）～

１月４日（水）

福
祉

社会福祉協議会

社会福祉協議会尾西支部

社会福祉協議会木曽川支部

社会福祉協議会大和事務所

１２月２９日（木）～

１月３日（火）

児
童
福
祉

中央子育て支援センター

丹陽子育て支援センター

千秋子育て支援センター

東五城子育て支援センター

黒田北子育て支援センター

里小牧子育て支援センター

児童館

１２月２９日（木）～

１月３日（火）

高
齢
者
福
祉

いきいきセンター

いこいの広場

つどいの里

１２月２８日（水）～

１月４日（水）

高齢者生きがいセンター
１２月２９日（木）～

１月３日（火）

保
健

保健所

中保健センター

西保健センター

北保健センター

１２月２９日（木）～

１月３日（火）

施　設　名 休館・休場期間

そ 

の 

他

ツインアーチ１３８
１２月２８日（水）～

３０日（金）

スポーツ文化センター
１２月２８日（水）～

１月３日（火）

一宮地域文化広場

尾西文化広場

市民活動支援センター

一宮地場産業ファッションデザインセンター

青少年センター

大野極楽寺公園管理棟

１２月２８日（水）～

１月４日（水）

市民総合相談室

いずみ学園

すぎの子教室

たけのこ園

はとぽっぽ

チューリップ教室

シルバー人材センター本部

シルバー人材センター尾西支部

シルバー人材センター木曽川支部

シルバー本町ふれあい広場

尾西グリーンプラザ　

水道お客さまセンター

一宮駅自転車一時保管所

ビジネス支援センター

日本赤十字社一宮市地区

アイプラザ一宮

ゆうゆうのやかた

いちのみや若者サポートステーション

一宮市民会館

尾西市民会館

木曽川文化会館

１２月２９日（木）～

１月３日（火）

エコハウス１３８
１２月２９日（木）～

１月４日（水）

１２月２８日～１月４日の休休  館・休場

▼観光案内所　午前１０時～午後６時（休所日なし）

▼国営木曽三川公園１３８タワーパーク（休園日なし）

▼ 　－ビル　午前９時～午後９時（休館日なし）

▼オリナス一宮　午前９時～午後９時（休館日なし）
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　午前中に振り袖やスーツに身を包んだら、式が始まるまでは、市内の各スポットで

地元一宮市の思い出と共に、家族や友人と記念写真を撮りませんか★

　ＡＲ（拡張現実）カメラアプリを利用

すれば、どこでも看板と一緒に写真を

撮ることができます。

思い出のスポットで写真写真を撮ろう撮ろう！！
二十歳のつどいの日は

１００１２５０ＩＤ

市内の小学６年生から募集した、まちづくりのアイデアをテーマごとに展示します。

まちづくり

真清田神社

尾西歴史民俗資料館

【問】青少年課　（８４）００１７

１２月２４日（土）～１月１９日（木）

ービル５階中央図書館

【問】政策課　（２８）８９５２

１００２１６２ＩＤ

子どもアイデ アパ ネル展示会子どもアイデ アパ ネル展示会

看板看板出せます出せます！！

ダウンロードはこちら ▼

博物館ービル３階シビックテラス

三岸節子記念美術館

１３８タワーパーク

二十歳のつどい二十歳のつどいを分散開催

交通事故のないまち

▼

思いやりのあるまち

▼

　市外在住の方などでも、１２月２７日（火）までに電子

申請することで参加できます。申し込み方法など詳

しくは、　　　　　 をご確認ください。１０２９００２ＩＤ

終了後は各会場で「つどい」「つどい」を開催

　会場を２０カ所（一宮市民会館と市立中学校１９校）

に分散して開催します。式典は一宮市民会館で行い、

その映像を各会場にライブ配信で結びます。

午後１時～１時５５分
（午後０時３０分開場）１月８日 日

会 場

それ以外の方（私立中学校を卒業した方など）

▼  一宮市民会館

一宮市立中学校を卒業した方

▼  卒業した中学校（屋内運動場）

※千秋中学校を卒業した方は、千秋小学校

▼

産業が盛んなまち

▼

ごみのないまち

▼

自然が豊かなまち

▼

犯罪のないまち

▼

災害に備えるまち
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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

【問】博物館　（４６）３２１５

三岸節子記念美術館

日　時 

▲

１月２８日（土）①午前１０時～１１時

　　　　　　　　　 ②午後２時～３時

対　象 

▲

小学生以下と保護者

講　師 

▲
 冨田めぐみさん（赤ちゃんからのアート

フレンドシップ協会代表理事）

定　員 

▲

各８組（２～３人１組。抽選）

※保護者は観覧料３２０円が必要

　アート鑑賞会を開催します。参加者には、小さな記念フォトをプレゼント。

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

せつこっこクラブ

「絵本『おばけのマールとモーニングのあとで』原画（部分）」

▲

２０２１年Ｒｅｉ ＮＡＫＡＩ／ＮＡＫＡＮＩＳＨＩ ＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ

博物館 特集展示

生誕１００年生誕１００年
小川小川双双

そ う

々々
そ う

子子
し

郷土の俳人郷土の俳人

１２月２０日（火）～２月１２日（日）
午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）
※月曜日（１月９日を除く）、１２月２８日（水）～１月４日（水）、

１月１０日（火）は休館

　病をきっかけに深めた生への思いを生涯にわたって詠んだ

俳句と、詩的な絵画を紹介します。

おばけのマールの

クリスマスオーナメントをつくろう！

日　時 

▲  

１２月１７日（土）　

　　　　午前１０時～午後３時（１５分程度）

定　員 

▲

３０人（先着）　　参加料 

▲

３００円

日　時 

▲  

１２月１７日（土）　

　　　　午前１１時・午後２時

定　員 

▲

各１０人（先着）

絵本「おばけのマール」

読み聞かせ

１月１３日(金)までに電話、または郵便番号・住

所・氏名（ふりがな）・年齢（乳幼児は月齢も）

・学年・保護者名・電話番号・参加希望回を記

入し「こどもアート鑑賞会」と明記の上、電子

メール（migishi@city.ichinomiya.lg.jp）

申し込み

１０５３３５３ＩＤ

アート鑑賞会赤ちゃん＆こども美術の学校 １０５３３５９ＩＤ

１０５３０６８ＩＤ

観覧料

▲

大人３００円、高・大学生１５０円、中学生以下無料　

▲「鳩と人」

ふわふわうさぎの絵馬

日　時 

▲
 １２月３日～１月２９日の土・日曜日、祝日　

午前９時３０分～正午、午後１時～４時３０分

参加料 

▲

高校生以上１００円、中学生以下無料

たいけんの森

美術の学校
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申し込み

※託児あり（６カ月以上の未就学児、抽選５人、要予約）

１２月９日（金）までに電子申請または電話

男女共同参画セミナー

【問】政策課　（２８）８９５２

１０５３２９３ＩＤ

はじめて学ぶ

～女子中高生の可能性をひらく～～女子中高生の可能性をひらく～

デジタル社会の実現へ向けて

１０５３４０２ＩＤ

　進路選択支援を目的としたセミナーを

開催します。

「ＡＳＴＡ」の皆さん講　師

市内在住・在勤・在学の方対　象

尾西生涯学習センター大ホール会　場

ＬＧＢＴＱ＋ＬＧＢＴＱ＋

５０人
（抽選）

定 員
１２月１７日（土）

午前１０時～１１時４０分

市内在住・在学の

女子中学・高校生と保護者

対　象

本庁舎１４階１４０１大会議室会　場

講　師 浦田真由さん

（名古屋大学准教授）

１２月

マイナポイント第２弾実施中！ この機会にマイナンバーカードを作成しませんか。

マイナンバーカード
の申請をサポートします！！

最大２万円相当のポイント 写真撮影無料 予約不要

１４日（水） １５日（木）１２日（月） １６日（金） １７日（土） １８日（日）

１１日（日）１０日（土）

３日（土） ４日（日）

１３日（火）

※交付申請書をお持ちください。

※顔写真を撮影するので、申請者本人がお越しくだ

さい。

※カードは住所地により、本庁舎、尾西・木曽川庁舎

で後日の受け取りとなります。

　ービル

ビバホーム一宮

【問】市民課　（２８）８９７２１０５３３２６ＩＤ

　ＬＧＢＴＱ＋の基本的な知識や、当事者が

抱える問題などを学びます。

１２月１８日（日）

午前１０時～１１時３０分

ビバホーム一宮

午前９時～午後４時

－ビル

午後１時～８時

午前１０時～午後５時

１２日（月）～１６日（金）

１７日（土）・１８日（日）

▲
▲

ビバホーム一宮

５０人
（抽選）

定 員
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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

【問】一宮税務署　（７２）４３３１　　　市民税課　（２８）８９６３

職種・採用予定人数 受　験　資　格 申込期限

一 般 事 務 大学卒
１０人
程度

平成６年４月２日以降生まれで、大学を卒業または令和５年３月に卒
業見込みの方

１２月１８日（日）

土 木
大学・
短大卒＊

１０人
程度

平成６年４月２日以降生まれで、大学・短大を卒業または令和５年３
月に卒業見込みの方

実
務
経
験
者
※

土 木
大学・
短大＊・
高校卒

昭和５８年４月２日～平成６年４月１日生まれの方で、採用時までに
土木関係の業務に、通算４年以上の実務経験がある

保育士

大学・
短大卒＊

１０人
程度

昭和５２年４月２日～平成６年４月１日生まれの方で保育士資格があ
り、次のいずれかに該当する方

① 一宮市立保育園に保育士の常勤臨時職員または会計年度任用職員
として、平成１７年４月１日～採用時に雇用期間が通算２年以上ある

② 保育園、幼稚園または認定こども園に正規の保育士または幼稚園教
諭として勤務し、採用時までに任用期間が通算２年以上ある

保健師 若干名
昭和５９年４月２日～平成６年４月１日生まれの方で保健師資格があ
り、保健師、看護師または助産師として採用時までに実務経験期間が
通算２年以上ある

１２月２３日（金）

※は１日の勤務時間が６時間以上で、１週間の勤務が５日以上の期間（休職、育児休業期間を除く）
＊�は高等専門学校、専修学校専門課程（修学年限２年以上で年間６８０時間以上の授業の履修を義務付けられている課程）、
大学で６２単位以上習得した後に中退した方を含む

【問】人事課　（２８）８９５３

ＩＤ１０００３１１

指定用紙ダウンロード可

令和４年分の所得税等の確定申告

　２月１６日（木）～３月１５日（水）に市が開設する市民税・県民税の申告相談会場は、混雑を緩和させ

新型コロナウイルスの感染リスクを低減させるため、今回も予約制にします（郵送での提出も可）。

確定申告は、会場に行かなくても自宅からパソコン・

スマートフォンで利用できるｅ－Ｔａｘが便利！

申 し 込 み

市職員市職員をを募集募集４月採用４月採用

※保健師は指定用紙・小論文を同封の上、郵送（〒４９１－８５０１　本庁舎人事課）

申込期限までに電子申請

簡単・便利な のご利用をｅ－Ｔａｘ
１０００８９４ＩＤ

詳しくはこちら  ▼ ▼ ▼

確定申告の方法を

動画で確認できます

詳しくはこちら  ▼ ▼ ▼

マイナポータル連携で

申告書に自動入力できます

スマートフォンで
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１０００３７９ＩＤ児童手当などの請求はお早めに
　国・県・市では、児童手当・児童扶養手当などを支給しています。まだ申請してい

ない方は、お早めに手続きしてください。手当によっては、所得により支給されない

ものや減額になるものがあります。詳しくは、お尋ねください。

種　類 対　象 支給期間 問い合わせ

児 童 手 当
（国）

中学校修了前の児童を養育している方
（公務員は勤務先で手続き）

申請月の翌月～
中学３年生の年度の末日

子育て支援課
（２８）９０２３

児童扶養手当
（国）

次のいずれかに該当する児童を養育している方
①離婚・行方不明・死亡・拘禁などで父親または母親と生計を
　共にしていない
②父親または母親が重度の障害者
　（障害基礎年金１級、身体障害者手帳１・２級程度）

申請月の翌月～
１８歳になる年度の末日※

遺 児 手 当
（県・市）

申請月～
１８歳になる年度の末日

特別児童扶養
手当� （国）

次のいずれかに該当する身体・知的・精神に障害のある児童を
養育している方

（内部機能障害は診断書により認められた場合に限る）
①重度障害（療育手帳Ａ、身体障害者手帳１・２級程度）
②中度障害（療育手帳Ｂ、身体障害者手帳３級程度・４級の一部）
③診断書により同程度以上と認められる障害

申請月の翌月～
２０歳の誕生日の前日

障害福祉課
（２８）９０１７

 ※は児童に一定の障害がある場合は２０歳の誕生日の前日まで

【問】市民課　（２８）８９７５

　人権問題を一人一人が身近な問題として考え、

いじめ・体罰・虐待、同和・性・国籍による差別、

インターネットを悪用した人権侵害などをなくし、

お互いの人権を尊重しましょう。

特 設 相 談 所 も 開 設

１２月７日（水）　午後１時～４時

思いやり会館３階・尾西庁舎４階

）
　電話や電子メールでも相談できます。相談

は無料で、秘密は守られます。詳しくは、法務

省ウェブサイトをご確認ください。

法務省　人権相談 検索

）

　ヘルプマークは、外見から

分からなくても援助や配慮を

必要としていることを知らせ

るマークです。身に着けた方

を見かけたときは、思いやり

のある行動をお願いします。

１０２４７３１ＩＤ

【問】障害福祉課　（８５）７６９８

義足や人工関節を使用している、内部障害

や難病、妊娠初期など、援助や配慮を必要

としていることが外見から分からない方

対　象▼

　本庁舎障害福祉課、尾西庁舎窓口課、木曽川

庁舎総務窓口課、市保健所で配布しています。

をご存じですかをご存じですか

ヘルプマークヘルプマーク 「誰か」のこと
じゃない。

１０１６２５８ＩＤ

子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか

　申請期限は２月２８日（火）です。対象など詳しくは、

ＩＤ �１０５００７４ をご確認ください。

受給中の方へ

　転居した場合や振込先が変わる場合（金融機

関の統廃合を含む）は、手続きしてください。

人権週間１２月４日～１０日は
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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

　主な入賞者は次の皆さんです。  （敬称略）

ポスターの部

▽市長賞

　祖父江優斗＝写真＝（木曽川東小５年）

▽市議会議長賞　柴田桂秀（萩原小６年）

習字の部

▽市長賞　大城結菜＝写真＝（今伊勢小５年）

▽市議会議長賞　尾関凜（浅井南小６年）

　小中学生から３２１点の応募があり、次の皆さ

んが入賞しました。  （敬称略）

▽�特選

　 岡庭陸巧（浅野小６年）、淺野愛佳（南部中

３年）

▽入選

　 酒井理吏（瀬部小６年）、伊藤柚香（丹陽南

小６年）、植手遥斗（大和東小６年）、滝川陽友

　 （中部中３年）、伊藤ことね（中部中３年）、

棚橋ことみ（奥中３年）

　国民健康保険には、災害や収入減少によって

生活が著しく困難となった場合、医療機関など

で支払う一部負担金の減額・免除・徴収猶予を

一定期間受けられる制度があります。

　収入減少による減免などは、事前に申請が必

要です。世帯の状況によっては、該当しない場

合がありますので、本庁舎保険年金課へご相談

ください。

　介護保険の要介護認定を受けていると、障害

者手帳などをお持ちでなくても、所得税・市県

民税の申告で、障害者控除の対象になる場合

があります。１２月３１日現在、原則６５歳以上で、

要介護１～５の認定を受けていて、一定以上の

障害があると認められる方などに「障害者控除

対象者認定書」を１月中に送付します。年末調

整などで早く必要な場合は、お尋ねください。

　家屋を取り壊したときは「取壊家屋申告書」

をご提出ください。申告書は本庁舎資産税課、

尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張

所でも配布しています。

日　時／１２月１６日（金）　午前

９時３０分～午後３時

３５分

会　場／本庁舎観光交流課

対　象／市内在住の方

定　員／６人（先着。１人４５分）

申し込み／１２月１日（木）～１４日（水）に電話で観光交

流課

日 時／１２月１５日（木）　午前１０時・１１時３０分

対 象／市内で事業を営む事業者と引き継ぐ事

業者

内 容／事業承継・Ｍ＆Ａ・経営者保証解除に

関する相談

定 員／各１組（先着）

申し込み／１２月８日（木）までに申込書を電子メー

ル・ファクス

要介護認定を受けている方へ

障害者控除には認定書が必要です

ＩＤ��１００１１３８

国民健康保険に加入している方へ

医療費の一部負担金を減免

ＩＤ��１０００８０７

平和を考える作文の
優秀作品が決定

ＩＤ��１０５３２０７

家屋を取り壊したときは
届け出を

ＩＤ��１００５４４８�申告書ダウンロード可

【問】福祉総務課　（２８）９０１５

【問】保険年金課　（２８）９０１１

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

児童防火作品の優秀作品が決定

ＩＤ��１０２６７６２

事業承継�個別相談会

ＩＤ��１０５０７５３�申込書ダウンロード可

弁護士による
多重債務者無料相談会

ＩＤ��１０２１１６０

【問】介護保険課　（２８）９０２０

【問】資産税課　（２８）８９６６

【問】観光交流課　（２８）９１４８

【問】産業振興課　（２８）９１３２
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環境センター
ニュース

主な重点犯罪 交通事故

【問】市民協働課　（２８）８６７１
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（ ）内は前年対比

市内の犯罪・事故（９月末現在）

年末の交通安全市民運動年末の交通安全市民運動

　１２月１日～１０日に「年末の交通安全市民運動」

を行います。年末は慌ただしさから運転者や自転

車利用者などの注意力が散漫となり、交通事故の

多発が心配されます。次のことを実践しましょう。

▽ 飲酒運転四ない運動を推進する（運転するなら

飲まない・飲んだら運転しない・運転する人に

勧めない・飲んだ人に運転させない）

▽ 「横断歩道が近くにある所では横断歩道を利用

する」「信号を守る」など、交通ルールを守る

▽ 夕方や夜間は、明るい服装や反射材などを着用

し、運転手は早めにライトを点灯する

▽ 自転車に乗るときは、ヘルメットを着用する

年末の安全な年末の安全な

まちづくり県民運動まちづくり県民運動

　１２月１１日～２０日は「年末の安全な

まちづくり県民運動」が行われます。期

間中は、さまざまな取り組みを行います。

　年末は空き巣などの侵入窃盗、自動車窃盗、

特殊詐欺が増える時期です。帰省などで長期間

不在にする際は、自宅や自動車の防犯対策を行っ

てください。また最近は、警察官や市役所職員

をかたってキャッシュカードや現金をだまし取

る詐欺が多く発生しているため、電話の相手を

しっかりと確認することが大切です。

　事前に対策をして、安心安全な年末年始を迎

えましょう。

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

不燃ごみの中に危険な物が混入不燃ごみの中に危険な物が混入！！

１０３７０８６ＩＤ

事件などの情報を事件などの情報を
メールでお知らせメールでお知らせ

区　分 件　数

刑 法 犯１，３１９（＋　４６）

侵 入 盗 １１３（＋　２３）

（うち住宅対象） 〔５７（＋　１３）〕

自動車関連窃盗 ９３（▲　３７）

特殊詐欺 ３７（＋　１９）

区　分 件　数 人　数

死　亡 ４（±　０） ４（±　０）

重　傷 ３１（＋　２） ３１（＋　２）

軽　傷 ８３４（＋　８８） ９９５（＋　１１４）

計 ８６９（＋　９０）１，０３０（＋　１１６）

不燃ごみ対象外品の内訳

【問】廃棄物対策課　（４５）５３７４

　不燃ごみ対象外品の中には、プラスチック製

容器包装や空き缶金属類などのリサイクル資源

が多く混ざっており、火災の原因となる中身の

残ったライター・スプレー缶などの危険ごみも

含まれていました。また令和２年度の調査では

入っていなかったコンクリ

ートが混入していました。

コンクリートは集積場所に

は排出できません。収集車

の故障の原因になりますの

で、お気を付けください。

不燃ごみの中身を調査したところ…

約２０％が不燃ごみ対象外品でした

資源、有害ごみ資源、有害ごみ

可燃ごみ可燃ごみ

処理困難物処理困難物

プラスチック製容器包装、プラスチック製容器包装、
ペットボトルペットボトル

空き缶・スプレー缶

３９．４％３９．４％

２７．３％２７．３％

１４．９％１４．９％

１３．２％１３．２％

３．９％３．９％ 危険ごみ １．２％１．２％
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裁判中・弁護士依頼済み事件の相談は不可。同居家族・同一事業所は月１回まで

　 月の　 月の
法律相談法律相談
（予約制）（予約制）

１００１９５５ＩＤ

１１

相談名 日　時 相談電話・会場

生
活
・
市
政

市民総合

月～金曜日　９：００～１７：００

（金曜日の午後、２９・３０日を

除く）

思いやり会館３階

（７３）４３６３

行 政
７日（水）・２１日（水）　１０：００

～１２：００

思いやり会館３階

（７３）４３６３

多重債務
月～金曜日　９：００～１２：００

（２９・３０日を除く）

本庁舎９階相談室

（２８）８９８４

司法書士の

多重債務
４日（日）　１３：００～１６：００

－ビル６階

愛知県司法書士会一宮支部

０８０（３６２０）７６５４

消費生活
月～金曜日　９：００～１６：３０

（２９・３０日を除く）

本庁舎９階相談室

� （７１）２１８５

交通事故

１２日（月）・２６日（月）　１３：３０

～１６：００

＜予約制　０５２（９６２）５１００

（県民相談・情報センター）＞

思いやり会館３階

人 権 ７日（水）　１３：００～１６：００
思いやり会館３階

尾西庁舎４階

行政書士の

許認可手続
１５日（木）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

仕
事

職場での

悩みごと

９日（金）　１３：００～１６：００

＜予約制　（２８）９１３２

（産業振興課）＞

本庁舎４階

４０１会議室

内 職

木曜日　１０：００～１５：００

（２９日を除く）

思いやり会館４階

（７２）５０５２

火曜日　１０：００～１５：００
尾西庁舎４階

（６３）４８００

女
性
・
青
少
年

女 性

悩みごと

月～金曜日　１０：００～１６：３０　

（２９・３０日を除く）

本庁舎４階

子ども家庭相談課

（２８）９１４９

不 妊・

不 育 症

２３日（金）　１４：００～１６：００

＜予約制　（５２）３８５８＞
保健所健康支援課

子ども・若者

悩みごと

火～土曜日　９：００～１７：００

（２８～３１日を除く）

青少年センター

（８４）０００３

若 者

就職心理

火～土曜日　１０：００～１７：００

（２９～３１日を除く）

＜予約制　（５５）９２８６

火～土曜日　１０：００～１７：００＞

ービル６階

いちのみや若者

サポートステーション

相談名 日　時 相談電話・会場

福
祉

生活支援
月～金曜日　８：３０～１７：１５

（２９・３０日を除く）

本庁舎２階

福祉総合相談室

（２８）９１４５

精 神

保健福祉

月～金曜日　９：００～１６：００

（２９・３０日を除く）

＜予約制　（２８）９１４５＞

本庁舎２階

福祉総合相談室

ひとり親

家 庭

月～金曜日　１０：００～１６：３０

（２９・３０日を除く）

本庁舎４階

子ども家庭相談課

（２８）９１３３

火曜日　１０：００～１２：００
思いやり会館２階

（７１）６５５１

高 齢 者
月～金曜日　９：００～１７：００

（２９・３０日を除く）

地域包括支援センター

やすらぎ（６１）３３５０

コムネックスみづほ

（８６）５３３３

アウン（５１）１３８４

ちあき（８１）１７１１

萩の里（６７）３６３３

泰玄会（６１）８２７３

まちなか（８５）８６７２

障害者生活・

サービス利用

月～金曜日　９：００～１７：００

（２９・３０日を除く）

障害者相談支援センター

あすか（８１）７２６０

ゆんたく（６４）５８８２

やすらぎ（８３）０８８１

ピース（４６）５００９

夢うさぎ（８６）４００３

いちのみや（６２）８６７８

精神障害者

家 族
月・水曜日　１０：００～１５：００

思いやり会館４階

（７３）０５０５

医
療 医療安全

月～金曜日　８：３０～１７：００

＜予約制　（５２）３８５３＞

保健所

医療安全相談窓口

不
動
産
・
建
設

不動産取引

と悩みごと

１９日（月）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

２１日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

登 記

２２日（木）　１３：００～１６：００

（１２：００から受け付け）
思いやり会館３階

２１日（水）　１３：００～１５：００

（１２：３０から受け付け）
尾西庁舎４階

登 記・

境界問題

１７日（土）　９：３０～１２：３０

（受け付けは１２：１０まで）

－ビル６階

愛知県土地家屋調査士会

一宮支部

建 築 １３日（火）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

月の無料相談月の無料相談

▲

電話番号がない相談は直接会場へ
　（先着順で受け付け。混雑状況により、相談できない場合あり）▲

正午～午後１時に相談できない場合あり １０５３１８１ＩＤ
１２１２

日　時 会　場 申し込み

６日（金）・１３日（金）・２０日（金）・２７日（金）

１３：００～１６：００

思いやり会館３階

（市民総合相談室）

１２月１２日（月）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※１２月分は随時受け付け中１１日（水）・２５日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階
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●職員数の状況 ●部門別職員数の状況 （各年４月１日現在）

人事課　（２８）８９５３

右記以外 再任用短時間 会計年度任用職員

令
和
３
年
度

４月１日現在 ３，９０８人 ７１人 ３３人

 ・年度途中の採用 １９人 ０人 ０人

 ・年度途中の退職 ▲ ６３人 ０人 ０人

 ・３月３１日付の退職 ▲１８５人 ▲２３人 ▲１５人

年度末　　　      　（Ａ） ３，６７９人 ４８人 １８人

４
年
度

４月１日付の採用 （Ｂ） ２８１人 １６人 １９人

４月１日現在 （Ａ＋Ｂ） ３，９６０人 ６４人 ３７人

（注）会計年度任用職員はフルタイムのみ

職員数・職員給与など、人事行政運営の状況を公表します。

の運営などの状況を公表人事行政

●一般行政職の等級別職員数の状況 （令和４年４月１日現在）

（注）職員数は一宮市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数。職名別内訳の再任用は常勤

等 級 等級別規準職務表に規定する規準となる職務 職員数 構成比 職　名　別　内　訳

１級 定型的な業務を行う職務 １９０人 １６．７％
主事（６４人）・社会福祉主事（２人）・技師（１７人）・書記（８５人）・
技手（２０人）・学芸員（１人）・司書（１人）

２級
特に高度の知識または経験を必要とする
業務を行う職務

１７４人 １５．２％
主事（１０８人）・社会福祉主事（３人）・技師（２６人）・学芸員（１人）
・司書（１人）・保育士（１人）・再任用（３４人）

３級 主任の職務 １３０人 １１．４％ 主任（１１７人）・再任用（１３人）

４級 主査の職務 ２１３人 １８．７％ 主査（２０９人）・清掃主任（４人）

５級 課長補佐の職務 ２１９人 １９．２％ 課長補佐（２１６人）・清掃監督（３人）

６級 専任課長の職務 １１８人 １０．３％ 出張所長（１０人）・専任課長（１０１人）・荘長（１人）・指導保育士（６人）

７級 課長・主監の職務 ６３人 ５．５％ 課長（５３人）・主監（８人）・室長（２人）

８級 次長の職務 １９人 １．７％ 次長（１６人）・事務局長（１人）・室長（２人）

９級 部長・参事の職務 １５人 １．３％ 部長（１２人）・事務局長（１人）・会計管理者（１人）・参事（１人）

合 計 １，１４１人 １００．０％

部　門 令和３年 ４年
対前年
増減数

主な増減理由

一
般
行
政
部
門

議　会 １４人 １４人 ０人

総　務 ３４２人 ３４３人 １人 組織改編による増

税　務 １０７人 １０７人 ０人

民　生 ９５８人 ９８８人 ３０人 態勢充実のための増

衛　生 ２１９人 ２３３人 １４人 態勢充実のための増

労　働 ３人 ２人 ▲ １人 組織改編による減

農林水産 １８人 １８人 ０人

商　工 ３１人 ２８人 ▲ ３人 組織改編による減

土　木 ２０８人 ２１２人 ４人 態勢充実のための増

小　計 １，９００人 １，９４５人 ４５人

特
別
行
政
部
門

教　育 １３４人 １３９人 ５人 態勢充実のための増

消　防 ４００人 ４０３人 ３人 態勢充実のための増

小　計 ５３４人 ５４２人 ８人

普通会計 計 ２，４３４人 ２，４８７人 ５３人

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病　院 １，１９３人 １，１９２人 ▲ １人 人員配置見直しによる減

水　道 １０４人 １０７人 ３人 人員配置見直しによる増

下水道 ８５人 ８１人 ▲ ４人 人員配置見直しによる減

その他 ９２人 ９３人 １人 態勢充実のための増

小　計 １，４７４人 １，４７３人 ▲ １人

合　計 ３，９０８人 ３，９６０人 ５２人

（注） 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を
保有する休職者・派遣職員・再任用（短時間を除く）などを
含み、会計年度任用職員を除く

職　種 区　分 応募者 採用者 競争率

一般事務

大　学 ４２４人 ２９人 １４．６倍

大学（追加） ９５人 １０人 ９．５倍

短　大 ３３人 ３人 １１．０倍

高　校 ２７人 １人 ２７．０倍

一般事務
(障害者)

大学・短大 １７人 ３人 ５．７倍

高校 ７人 １人 ７．０倍

大学・短大・高校（追加） ２１人 １人 ２１．０倍

土　木

大学・短大 ３３人 ３人 １１．０倍

大学・短大（追加） １人 ０人 ー

高　校 １人 １人 １．０倍

実務経験者（追加） ０人 ０人 ー

建　築

大学・短大 １３人 １人 １３．０倍

大学・短大（追加） ６人 ３人 ２．０倍

実務経験者（追加） ０人 ０人 ー

電　気 大学・短大 ６人 ２人 ３．０倍

消防・救急救命士 大学・短大 ８０人 １１人 ７．３倍

消　防 高　校 １８人 ４人 ４．５倍

保育士
大学・短大 １２０人 ５８人 ２．１倍

実務経験者 ９人 ４人 ２．３倍

保健師
大学・短大 １８人 ３人 ６．０倍

実務経験者 ８人 ３人 ２．７倍

公認心理師 実務経験者 ３人 １人 ３．０倍

精神保健福祉士 実務経験者 １人 １人 １．０倍

看護師 実務経験者 ２人 ２人 １．０倍

臨床検査技師 ５人 １人 ５．０倍

獣医師・薬剤師 ５人 ２人 ２．５倍

●採用試験の状況

任免・職員数の状況１



勤務時間
月～金曜日の週５日間

（祝休日、１２月２９日～翌年１月３日を除く）

１日当たり
の勤務時間

午前８時３０分～午後５時１５分
休憩時間を除き、７時間４５分勤務

区　分 平均取得日数（令和３年４月～令和４年３月）

年次有給休暇 １２．５日

区　分 新たに取得 前年度から継続

育児休業 １５０人 １６１人

部分休業 ３６人 ８７人

介護休暇 ２人 ０人

種類 処分者数・処分事由　※延べ人数

降　任 ０人

免　職 ０人

休　職 １４２人 心身の故障

降　給 ０人

種類 処分者数・処分事由

戒　告 ０人

減　給 ０人

停　職 １人 信用失墜行為

免　職 ０人

区　分 令和３年度許可件数 主な許可内容

営利企業等の従事 ８１件 スポーツ推進委員

名　称 受講人数 時間数

階
層
別
研
修

新入職員研修 ４０８人 １６時間

一般職員研修 １８１人 １０時間

中堅職員研修 ８７人 ３８時間

役職別研修 ２３４人 ６８時間５０分

特別・専門研修 ３７３人 ３０時間３０分

職場研修 ２２７人 －

派遣研修 ２１人 －

自
主
研
修

自主研究グループ １３人 －

合　計 １，５４４人 －

時 期 年１回　

項 目 能力評価・業績評価

反 映 勤勉手当・昇給

事業名 実施事業

給 付 事 業 結婚・死亡・災害見舞金などの給付

貸 付 事 業 住宅・教育資金などの貸し付け

福 利 厚 生 事 業
クラブ助成、
生命保険の給与引き去りなど

市負担額 会員数 互助会掛け金

２，２４７万２，２８７円 ３，９０８人
市：給料月額の１．５／１０００
職員：　〃　　  ４／１０００

区　分 対象者 受診者数

定 期
健康診断

短期人間ドック ３５歳以上 １，４５８人

一 般 上記以外 ９９０人

そ の 他 の 健 康 診 断
深夜業務従事者ほか
特定職場勤務者

延べ１，３５３人

●勤務時間の状況（市役所本庁舎などの標準的な形態）

●休暇などの取得状況

●職員研修実績（令和３年度）

●懲戒処分の状況（令和３年度）

●互助会における事業の実施状況（令和３年度）

●人事評価

●職員健康診断実施状況（令和３年度）

●分限処分の状況（令和３年度）

令和５年４月１日現在に
おける定員の数値目標

３，８７８人

令和２年との比較
３５人増

（＋０．９％）

部　門 令和２年 ３年 ４年 ５年

一　　般

計　画 ２，４６８人 ２，５２２人 ２，５１８人 ２，５１４人

職員数 － ２，５２６人 ２，５８０人

計画との差 － ４人 ６２人

地方公営企業等
(病院･上下水道)

計　画 １，３７５人 １，３６６人 １，３６５人 １，３６４人

職員数 － １，３８２人 １，３８０人

計画との差 － １６人 １５人

合　　計

計　画 ３，８４３人 ３，８８８人 ３，８８３人 ３，８７８人

職員数 － ３，９０８人 ３，９６０人

計画との差 － ２０人 ７７人

●定員適正化計画の数値目標・進
しん

捗
ちょく

状況 （各年４月１日現在）

（注） 再任用（短時間を除く）などを含み、会計年度任用職員を除く

勤務時間・その他勤務条件の状況２ 研修・人事評価の状況５

分限・懲戒処分の状況３

服務の状況４

福祉・利益保護の状況６

（注） 分限処分＝職員の身分保障を前提に、一定の事由がある
場合、公務能率を維持するために行う処分です。

（注） 懲戒処分＝職員の一定の義務違反に対する道義的責任を
問うことにより、規律と公務遂行の秩序を維持するため
に行う処分です。

人事行政の運営などの状況

２０２２（令和４）年１２月　広報一宮 17
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区　分 令和３年度中
令和４年３月３１日
時点の継続

勤務条件に関する措置の要求 ０件 ０件

不利益処分に関する不服申し立て ０件 ０件

区　分
住民基本台帳

人口
歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ）

人件費率
（Ｂ／Ａ）

２年度の
人件費率

普通会計決算 ３８万１，３６６人 １，４１４億７，３９４万円 ６９億１，８５５万４，０００円 ２０９億４，９９９万２，０００円 １４．８％ １３．０％

区　分
職員数
（Ａ）

給　与　費 １人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

普通会計予算 ２，５１７人 ８７億２，２８６万４，０００円 ２１億９，９０１万５，０００円 ３４億７，８２９万３，０００円 １４４億１７万２，０００円 ５７２万１，０００円

平均給料月額 平均給与月額
税・共済掛け金
控除後の手取り額

平均年齢

３０万６，２５０円 ３４万６，３８６円 ２４万９，２２１円 ３９歳１月

一般行政職
大学卒 １８万８，７００円

高校卒 １５万４，９００円

区　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数３０年

一般行政職
大学卒 ２７万１，３９５円 ３６万５，８００円 ４１万６，１５４円

高校卒 該当なし 該当なし ３６万７，０４３円

令和元年度 ２年度 ３年度

１００．６ １００．７ １００．６

期 末・
勤 勉
手 当

支給率　　　　　　　　　　  （　）内は再任用
　　　　   期末／勤勉

６月期　１．２７５（０．７２５）月分／０．９５（０．４５）月分
１２月期　１．２７５（０．７２５）月分／０．９５（０．４５）月分

　計　  ２．５５     （１．４５）      月分／１  ．９０（０．９）   月分

退 職
手 当

支給率
　　　　　　 自己都合／定年
勤続２０年　１９．６６９５月分／２４．５８６８７５月分
勤続２５年　２８．０３９５月分／３３．２７０７５ 月分
勤続３５年　３９．７５７５月分／４７．７０９   月分
最高限度額　４７．７０９ 月分／４７．７０９　 月分

１人当たり平均支給額
　▽定年・早期退職者＝２，０７１万７，４５０円
　▽自己都合退職者＝　１３７万７，７８３円

区分 内　容 月　額

扶養
手当

子 １万円

満１６歳の年度初めから
満２２歳の年度末までの子

５，０００円加算

配偶者および扶養親族 ３，５００円～６，５００円

住居
手当

借家　家賃額に応じて 最高限度額
２万８，０００円

通勤
手当

２km以上の交通機関利用者 最高限度額
５万５，０００円

２km以上の交通用具利用者 ３，２００円～
１万９，３００円

区　分 支給率 支給対象職員
１人当たり

平均支給年額

普通会計決算 ６％ ２，４８７人 ２０万３，３０１円

区　分
手当の種類
（手当数）

代表的な手当
１人当たり

平均支給年額

普通会計決算 １５
清掃作業従事手当、
消防吏員消火・
救急作業従事手当

１万５，１０６円

区　分 支給総額
１人当たり

平均支給年額

普通会計決算 ４億８，０１９万２，０００円 ２２万７０円

区　分 給料月額など
税・共済掛け金

控除後の手取り額

給料
市 長 １０８万２，０００円 ７７万７，４４３円

副 市 長 ８８万９，０００円 ６９万 　９６３円

報酬

議 長 ６３万９，０００円 ５２万９，３００円

副 議 長 ５８万７，０００円 ５０万６，６７０円

議 員 ５４万５，０００円 ４６万１，４１２円

公益通報 相　談

０件 ０件

給与の状況９

公平委員会の報告事項７ 公益通報の状況８

●人件費の状況（令和３年度）

●職員給与費の状況（令和４年度）

●職員の平均給料・給与月額などの状況

●職員の初任給の状況

●職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

●ラスパイレス指数の状況

●期末・勤勉手当、退職手当の状況

●特別職の報酬などの状況

●時間外勤務手当の状況（令和３年度）

●特殊勤務手当の状況（令和３年度）

●地域手当の状況（令和３年度）

●扶養・住居・通勤手当の状況 （令和４年４月１日現在）
（令和４年４月１日現在）

（令和４年４月１日現在）

（令和４年４月１日現在）

（令和４年４月１日現在）

（令和４年４月１日現在）

（注） ラスパイレス指数＝国家公務員の給料を１００とした場合の市
職員の給料水準を示したもので、比較の対象は一般行政職

人事行政の運営などの状況

（注） 公益通報＝事業者に違反が生じ、または生じようとしてい
る旨を、そこで働く労働者が不正の目的ではなく、事業内
部・行政機関、その他の事業者外部にする通報

（注） 人口は令和４年３月３１日現在で、人件費には特別職に支給する給料・報酬などを含む

（注） 退職手当１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した
全職種に係る職員に支給した平均額
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情報ＢＯＸ

催
し
も
の

募
　
集

そ
の
他

普通救命講習
ＩＤ  １０００４９９

日 時／１２月１７日（土）　午後１時～

３時

会 場／一宮消防署

対 象／市内在住・在勤・在学の中

学生以上の方

定 員／１６人（先着）

申し込み／１２月１日（木）～１５日（木）に

電子申請または電話

※団体は条件付きで随時開催

問い合わせ／消防本部消防救急課　

（７２）１１０３

育児講座
ＩＤ  １０５２９１６

日 時／１月２８日（土）　午前１０時～

１１時３０分

会 場／東五城子育て支援センター

対 象／市内在住の子育て中の家族

など

演 題／「将来キレない引きこもら

ない子どもにするには今から始める

親子のコミュニケーション」

講 師／森山雅子さん（桜花学園大

学准教授）

定 員／２５組（抽選）

申し込み／１２月２０日（火）・２１日（水）に電

子申請または電話

問い合わせ／東五城子育て支援センター　

（８５）９３３９

ひきこもり家族教室
ＩＤ  １０５２９１３

日 時／１月１９日（木）　午後２時～

４時

会 場／尾西生涯学習センター講堂

対 象／市内在住のひきこもり状態

にある方の家族

内 容／講話「ひきこもる人の家族

・経験者から伝えたいこと～家族会

からのメッセージ～」、交流会

定 員／１５人（先着）

申し込み／１２月１日（木）～２３日（金）に

電話、または住所・氏名・年齢・電話番

号を記入し「ひきこもり家族教室」と

明記の上、ファクス（（７３）９２７０）

問い合わせ／福祉総合相談室　（２８）

９１４５

市民短歌教室
ＩＤ  １０４７２４２

日 時／１２月１１日（日）　午後１時～

３時

会 場／スポーツ文化センター

申し込み／初参加の方は１２月８日（木）

までに電話で芸術文化協会

問い合わせ／芸術文化協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７４

市民俳句教室
ＩＤ  １０４７２６３

日 時／１月１５日（日）　午後１時～

３時

会 場／スポーツ文化センター

定 員／２５人（抽選）

申し込み／１２月２８日（水）（必着）まで

に当季雑詠２句（初参加の方は希

望者だけ）・郵便番号・住所・氏名

（ふりがな）・電話番号・参加経験の

有無を記入し「市民俳句教室１月」

と明記の上、ハガキ（〒４９１－８５０１　

本庁舎芸術文化協会）

問い合わせ／芸術文化協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７４

市民川柳教室
ＩＤ  １０４７２７７

日 時／１２月１８日（日）　午後１時～

３時

会 場／スポーツ文化センター

申し込み／初参加の方は１２月１５日（木）

までに電話で芸術文化協会

問い合わせ／芸術文化協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７４

愛知万博メモリアル 

愛知県市町村対抗駅伝競走大会 

愛知駅伝
ＩＤ  １０２１８５２

日 時／１月１４日（土）　午後０時３０

分（雨天決行）

会 場／愛・地球博記念公園（長久

手市）

※午前１０時から「愛知ふるさと市」

も開催

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７８

スキー大会（大回転競技）

日 時／２月５日（日）　午前８時３０

分

会 場／九頭竜スキー場（福井県大

野市）

対 象／市内在住・在勤・在学の小

学生以上の方

種 目／一般の部・スノーボードの

部

参加料／１，０００円（高校生以下は無

料）

申し込み／１月１９日（木）までに参加料

を持参の上、本庁舎スポーツ協会

（当日参加も可）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

ス
ポ

ー

ツ

教
室
講
座

教室講座

←市公式ウェブサイトはこちら

スポーツ

会　場／木曽川庁舎３階研修室

対　象／�市内在住・在勤・在学の１８～

３９歳の方（高校生を除く）

定　員／各１５人（抽選）

教室名 日　時 受講料

①心と身体を整える
ヨガ＆ストレッチ

１月１７日～３月１４日の火曜日　
１９：４５～２１：００（６回）

１，５００円

② 癒やしの温泉＆スパ
１月１８日～３月１日の水曜日
１９：００～２０：３０（４回）

１，０００円

③心和む「己
おのれ

書
し ょ

」で笑顔になろう！ １月１９日～３月２日の木曜日
１９：３０～２１：００（４回）

２，５００円＊

④明日から使える心理学講座
「ココロアカデミー」

１月２１日～３月４日の土曜日
１４：００～１５：３０（４回）

２，０００円＊

受講料の＊は教材費を含む。受講者が３人未満で中止する場合あり

青年文化教室
青少年課　（８４）００１７１０２１６５２ＩＤ

１２月２１日（水）までに電子申請・

電話、または住所・氏名・年齢

・電話番号・教室名を記入の上、

ファクス（（８７）６６３３）

申し込み
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ス
ポ

ー

ツ

スポーツ教室スポーツ教室

スポーツ 日　時 会　場  対　象＊ 参加料 申し込み

レ デ ィ ー ス
レギュラーテニス

（ ダ ブ ル ス ）
１月１０日（火）

いちい信金
ス ポ ー ツ
セ ン タ ー

１８歳以上で初級・中級
の女性（学生を除く）

１組３，０００円

１２月１日（木）～５日（月）にいちい信金
スポーツセンターウェブサイトから
電子申請、または申込書をファクス

（抽選３２組）

スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

いちい信金スポーツセンター（県一宮総合運動場）　（７７）０５００

スポーツ大会スポーツ大会 開催時間・種目・予備日など詳しくは、お尋ねください。

＊市内在住・在勤・在学の方

スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

スポーツ 日　時 会　場 対　象 定　員 受講料 申し込み

テ ニ ス

１月１６日～３月６日の月曜日
１０：００～１２：００（８回）

いちい信金
ス ポ ー ツ
セ ン タ ー

１８歳以上
（高校生を除く）

各２４人
（先着）

６，０００円

１２月１日（木）の午前１０時から
電話でいちい信金スポーツセ
ンター

１月１３日～３月３日の金曜日
１０：００～１２：００（８回）

６，０００円

は じ め て の
ヨ ガ

１月８日～３月１９日の日曜日　
１０：００～１１：００（１０回） 各１０人

（先着）

６，７００円

１月１２日～３月２３日の木曜日　
１９：００～２０：００（１０回）

６，７００円

いちい信金スポーツセンター（県一宮総合運動場）　（７７）０５００

いちい信金スポーツセンター

スポーツ 日　時 会　場 　対　象＊ 参加料 申し込み

卓球（団体戦）

２月４日（土）

総合体育館
いちい信金
ア リ ー ナ

中学生（男女別） １チーム２，０００円
１月１２日（木）まで。一宮市卓球協会へ
の登録が必要（大学生以下を除く）。
詳しくは、一宮市卓球協会ウェブサ
イトを確認

２月１２日（日） 小学生以上（男女別） １チーム３，０００円

卓球（個人戦） ２月１２日（日） 小学生（男女別） 無料

ハンドボール １月２９日（日）
総合体育館
いちい信金
アリーナほか

高校生以上で構成す
るチーム（１５人まで登
録可）

１チーム１，０００円

１月１４日（土）までに申込用紙を土屋
（０９０（９１７９）０６８２）。申込用紙は一
宮市ハンドボール協会ウェブサイト
からダウンロード可

弓 道 １月１５日（日）
大 宮 公 園
弓 道 場

中学生以上 無料
１２月２２日（木）までに弓道場（（２３）
８２６２、月～土曜日の午後７時～９時）

スポーツ 日　時 対　象 定　員 受講料 申込日時

卓 球

１月６日～３月３１日の金曜日
１３：００～１５：００（１０回）

高校生以上

各４０人

４，０００円

１２月９日（金）～１１日（日）
９：００～１０：００

１月２４日～３月２４日の火・金曜日
１９：００～２１：００（１６回）＊

小学４年生以上 ５，５００円

１月１４日～３月１８日の土曜日
１７：００～１９：００（１０回）

小学３～６年生 ３，５００円

バドミントン

１月１１日～４月５日の水曜日
９：００～１１：００（１０回）

高校生以上

各４０人

３，５００円※
１２月７日（水）・１４日（水）
９：００～１０：００

１月６日～３月３１日の金曜日
１９：００～２１：００（１０回）

小学４年生以上 ４，０００円※
１２月２日（金）・９日（金）
９：００～１０：００

ソフトテニス
１月１２日～３月３０日の木曜日
１９：００～２１：００（１０回）

中学・高校生 ３０人 ５，０００円※
１２月１４日（水）・１５日（木）
１９：３０～２０：３０

柔 道
２月３日～３月３１日の金曜日
１９：００～２１：００（８回）

小学生以上 ４０人 ２，５００円
１２月２日（金）　１９：００～２１：００
（定員に満たない場合は締め
切り後も開催時に受け付け）

日時の＊は週１回の参加可（受講料は３，５００円）。受講料の※は申込時に受講料が必要

申し込み／下表の申込日時に尾西スポーツセンター（先着）尾西スポーツセンター
市内在住・在勤・在学の方が対象
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催
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ロードレース大会

日 時／２月１１日（祝）　午前９時

（小雨・小雪決行、予備日１８日（土））

会 場／いちい信金スポーツセンタ

ー

対 象／市内在住・在勤・在学の方

種 目／①４０歳以上女子②４０歳以

上男子③一般・高校生女子④一般・高

校生男子⑤中学生女子⑥中学生男子

⑦小学３年生女子⑧小学３年生男子

⑨小学４年生女子⑩小学４年生男子

⑪小学５年生女子⑫小学５年生男子

⑬小学６年生女子⑭小学６年生男子

（①③⑤は２，０００m、②④⑥は３，０００m、

⑦～⑩は８００m、⑪～⑭は１，０００m）

参加料／３００円（保険料を含む）

申し込み／１２月１日（木）～１月１２日（木）

に本庁舎スポーツ協会

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

全国大会などに 
出場した方は申請を

ＩＤ  １０２１８５１

　スポーツ協会では、２０２２年中に

愛知県大会で優勝や全国大会など

に出場した選手・監督を、２月２５日

（土）開催の「一宮市スポーツ協会表

彰式」で表彰します。該当する方は、

１月６日（金）までに申請してくださ

い。大会の条件など詳しくは、ウェ

ブページをご確認ください。

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

０歳児ママの 
オンライン交流会

ＩＤ  １０４２０２３

日 時／１月６日（金）　午前１０時～

１１時３０分

対 象／市内在住の０歳児と母親

内 容／ウェブ会議アプリ「Ｚｏｏ

ｍ」を使い、母親同士の交流を楽し

む

定 員／１５組（抽選）

申し込み／１２月１６日（金）までに電子申

請

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

親子で国際交流ボウリング
ＩＤ  １０５３１３５

日 時／１月２２日（日）　午後１時～

２時３０分

会 場／アソビックスびさい（篭屋

３丁目）

対 象／市内在住の小学生と保護者

（２人１組）

内 容／外国人の方とチームを組ん

でボウリングを楽しむ

定 員／１０組（抽選）

参加料／１組２，０００円

申し込み／１２月１９日（月）（必着）まで

に電話、または住所・氏名・学校名

・学年・保護者氏名・電話番号を記

入し「国際交流ボウリング」と明記

の上、電子メール・ハガキ（kokusai 

@city.ichinomiya.lg.jp、〒４９１－

８５０１　本庁舎国際交流協会）

問い合わせ／国際交流協会（観光交流課

内）　（８５）７０７６

日曜新鮮市

日 時／１２月４日（日）　午前５時～

８時（雨天決行）

会 場／総合卸売市場

内 容／新鮮野菜・果物・花き・精肉・

総合食料品・日用雑貨品などの即売

※購入者に歳末新鮮市抽選会（１２

月３０日（金））の抽選券を配布

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

歳末新鮮市

日 時／１２月３０日（金）　午前５時～

８時（雨天決行）

会 場／総合卸売市場

内 容／正月用品、新鮮野菜・果物

・花き・鮮魚・精肉・総合食料品・

日用雑貨品などの即売

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

１３８マルシェ
ＩＤ  １０３３４８６

日 時／１２月２１日（水）　午前９時～

午後１時（売り切れ次第終了）

※荒天時は中止の場合あり

会 場／夢織り広場（本庁舎西側）

内 容／野菜や加工品の直売

問い合わせ／農業振興課　（２８）９１３６

福祉マルシェ 
ｉ・愛・逢

あ い

マーケット
ＩＤ  １０５３５１７

日 時／１２月２１日（水）・２２日（木）　午

前１０時～午後７時

会 場／名鉄百貨店一宮店正面玄関

前

内 容／市内の福祉作業所の紹介、

お菓子など自主製品の販売

問い合わせ／障害者自立支援協議会（福

祉総合相談室内）　（２８）９１４５

発達障害講演会
ＩＤ  １０４３３６５

日 時

１２月２６日（月）　

午前１０時～１１

時３０分

会 場

尾西生涯学習

センター大ホール

演 題／「子どものきもちの理解と

深層の自尊感情～自分を"だいじ"に

思えるために～」

※手話通訳・要約筆記あり

講 師／上村治さん（一宮医療療育

センター長）

定 員／１００人（先着）

申し込み／１２月１日（木）～１４日（水）に

電子申請

問い合わせ／中央子育て支援センター　

（８５）７０２６

認知症介護家族のための 
交流会 ～ききょうの会～

ＩＤ  １０１６０９６

日 時／１月５日（木）　午後１時３０

分～３時

会 場／ －ビル２階大会議室

申し込み／１月４日（水）までに電話で

高年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

がん患者サロン会・ 
勉強会

日 時／１２月９日（金）　午後１時３０

分～２時３０分

会 場／市民病院

内 容／講演「がんと食事のお話」

問い合わせ／市民病院がん相談支援セン

ター　（７１）１９１１

←イベントカレンダーはこちら

催しもの
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高齢者演芸発表大会

日 時／１月１４日（土）　午前１１時

会 場／尾西生涯学習センター大ホ

ール

対 象／市内在住の６０歳以上の方

内 容／民謡・舞踊・カラオケほか

定 員／３０組（抽選）

申し込み／１２月１日（木）～９日（金）に

社会福祉協議会、本庁舎高年福祉課

問い合わせ／社会福祉協議会尾西支部　

（６３）４８００

４月採用 市民病院 

薬剤師を募集

応募資格／昭和６３年４月２日以降生

まれで資格がある、または令和５年

３月卒業見込みの方

選考方法／１次試験＝一般教養・適性

検査、２次試験＝面接

採用人数／１人

申し込み／１２月２６日（月）（必着）まで

に応募書類を持参または郵送（指定

履歴書は市民病院ウェブサイトから

ダウンロード可）

※１次試験は１月１２日（木）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

４月採用 木曽川市民病院 

看護師を募集

応募資格

昭和３８年４月２日以

降生まれで資格がある

（市内の医療機関に勤

務している方を除く）、

または令和５年３月卒

業見込みの方

選考方法／適性検査・面接

採用人数／２人

申し込み／１２月２６日（月）（必着）まで

に応募書類を持参または郵送（指定

履歴書は市民病院ウェブサイトから

ダウンロード可）

※見学可（問い合わせが必要）

※試験は１月２２日（日）に市民病院で

実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

確定申告の受け付け補助など 

会計年度任用職員を募集
ＩＤ  １０５３２３５

勤務内容／①確定申告などの受け付け

補助②電話予約の受け付け③給与支

払報告書の整理ほか

勤務日時／①２月１５日～３月中旬　午

前８時４５分～午後５時のうち４時

間②１月３１日～３月中旬　午前８時

４５分～午後４時４５分③１月５日～

３月３１日　午前９時～午後３時

※土・日曜日、祝日を除く

勤務場所／①市役所本庁舎、尾西・木

曽川庁舎のいずれか②③本庁舎

時 給／各９８８円

任用人数／①１２人程度②５人程度③

９人程度（選考）

申し込み／１２月１４日（水）までに電話で

市民税課

問い合わせ／市民税課　（２８）８９６３

県文連美術展 
出品作品を募集

ＩＤ  １０５３２０８

応募資格／県内在住・在勤・在学の１５

歳以上の方（中学生を除く）

部 門／①日本画②洋画③工芸④彫

刻⑤書

※作品の規格など詳しくは、開催要

項を確認

出品点数／１人１点（未発表作品）

出品料／４，５００円（高・大学生は２，０００

円）

応募方法／１月１１日（水）までに６３円切

手を貼った申込書・出品料を持参の

上、本庁舎生涯学習課。開催要項・

申込書は生涯学習課で配布

作品搬入／２月１４日（火）の午前８時３０

分～正午に生涯学習課

※美術展は２月２１日（火）～２６日（日）に

愛知芸術文化センター（名古屋市）

で開催

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

４月採用 社会福祉事業団 

支援員を募集

応募資格／平成３年４月２日以降生ま

れで、大学・短大・高校を卒業また

は令和５年３月に卒業見込みの方

勤務場所／社会福祉事業団運営施設

選考方法／１次試験＝一般教養・作文

・適応性検査、２次試験＝面接

採用人数／２人

申し込み／１２月８日（木）の午後３時

（必着）までに応募書類を持参また

は郵送。募集要項・指定履歴書はい

ずみ福祉園内社会福祉事業団で配布

（社会福祉事業団ウェブサイトから

ダウンロード可）

※１次試験は１２月２４日（土）にいずみ

福祉園で実施

問い合わせ／社会福祉事業団　（５１）

５０２０

国際交流協会ニュース 
「かけはし」第９２号を配布

ＩＤ  １０１２１６９

　内容は「世界をあそぼう！　フレ

ンドシップフェスティバル」の紹介

などです。中国語・韓国語・やさし

い日本語に翻訳した「かけはし多言

語版」も配布しています。市役所本

庁舎、尾西・木曽川庁舎、市立図書

館などの市の施設で無料配布してい

ます。

多言語ニュースを放送

　ＦＭいちのみやでは、英語・中国語

・ベトナム語・ポルトガル語でＮＨＫ

多言語ニュースを放送しています。

詳しくは、ＦＭいちのみや（（６４）

７１５５）へお尋ねください。

問い合わせ／国際交流協会（観光交流課

内）　（８５）７０７６

募　集

その他
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男女共同参画カレンダー 
無料配布

ＩＤ  １０５３２３２

　小中学生から募集した「性別を理

由にモヤっとした言葉」を掲載した

カレンダーを作製しました。１２月１

日（木）から本庁舎１階総合案内、尾

西庁舎総務管理課、木曽川庁舎総務

窓口課、出張所、市立図書館で配布

します。

問い合わせ／政策課　（２８）８９５２

危険物取扱者保安講習

日 時

２月１日（水）　午前９時

４０分・午後１時３０分

会 場

名古屋文理大学文化フォ

ーラム（稲沢市民会館）

対 象／危険物取扱者免状を持ち危

険物取扱所などで危険物の取り扱い

に従事する方（受講は３年ごと）

受講料／各４，７００円

申し込み／１２月１２日（月）までに愛知県

危険物安全協会連合会ウェブサイト

から電子申請、または専用封筒で郵

送。申請書・専用封筒は消防署など

で配布

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８２

危険物取扱者試験

日 時／①１月１５日（日）②２２日（日）

会 場／名古屋工学院専門学校（名

古屋市熱田区）

受験料／甲種６，６００円・乙種４，６００

円・丙種３，７００円

申し込み／１２月３日（土）の午前９時～

１２日（月）の午後５時に消防試験研究

センターウェブサイトから電子申請、

または１２月６日（火）～１５日（木）（消印

有効）に願書を郵送。願書は消防署

などで配布

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８２

消防団による 
年末特別警戒

ＩＤ  １０５３１５２

日 時／１２月２９日（木）・３０日（金）　午

後６時３０分～午前０時

場 所／警備本部＝消防本部、警備

分団＝各消防分団庁舎

問い合わせ／消防本部総務課　（７２）

１１９３

実家終いセミナー

日 時／１２月１８日（日）　午前１０時～

１１時３０分

会 場／尾西庁舎５階会議室Ｇ

内 容／実家の相続に関するセミナ

ー、相談会

定 員／４８人（先着）

申し込み／尾張活性会ウェブサイトか

ら電子申請

問い合わせ／尾張活性会　（６８）６００８

弁護士会 無料電話相談 

空き家問題１１０番

日 時／１２月８日（木）　午前１０時～

午後４時

内 容／空き家に関する法律問題な

どの相談

相談電話／０５２（２２３）２３５５

問い合わせ／愛知県弁護士会　０５２

（２０３）０７３０

社会保険労務士無料相談会

日 時／１２月４日（日）　午前１０時～

午後３時

会 場／名鉄百貨店一宮店ほか

内 容／働き方改革・年金・定年後

の再就職などに関する相談

問い合わせ／愛知県社会保険労務士会尾

張支部　（７８）３８８３

←市ソーシャルメディア一覧はこちらＩＤ１０２１１００

ご寄付
ありがとうございました

（１０月分まで・敬称略）

いちのみや応援基金へ　１８３件

社会福祉協議会へ

エス・ビー建材

一宮看板店

匿名４件

教育関係へ

昭興金属

中京銀行、Ｔーｓｔｙｌｅ

Ｉ ＬＯＶＥ いちのみや

月の映像広報
ＩＣＣ�地デジ１２ｃｈ

▽放映時間は７：４５・９：４５・１２：４５・

１６：４５・１９：４５・２２：４５

▽ＤＶＤは中央図書館で１月から貸

し出し

▽動画サイト（ユーチ

ューブ）の市公式チ

ャンネルでも見る

ことができます。

知っトク！ いちのみや

月の音声広報
ＦＭいちのみや�７６．５Ｍ

▽放送時間は７：３０・１２：３０・１７：３０

▽市ウェブサイトでも聴くことがで

きます。

１２

１２

廃棄物対策課　（４５）５３７４

　スマートフォンなどで、ご

みの収集日の通知や、当日の

収集ごみの種類、分別方法な

どをチェックで

きます。ぜひ、

ご活用ください。

▲こちらからご利用ください。

ごみ分別アプリ

「さんあ～る」

年末年始のごみ収集・持ち込みは

６㌻をご覧ください。
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天体観望会 一宮地域文化広場 （５１）２１８０

自主文化事業 スポーツ・文化教室 スポーツ文化センター （２４）１８８１

緑化教室 大野極楽寺公園管理棟 （５１）３０１５

プール講習会・自主文化事業 エコハウス１３８ （４７）７１３８

プール講習会名 日　時

①水 中 ウ ォ ー キ ン グ

１２月５・１２日（月）
１４：００～１４：３０

１２月１４日（水）
１３：００～１３：３０

②スイムワンポイントレッスン
１２月２・９・１６日（金）
１３：００～１３：３０

③か ん た ん ア ク ア ビ ク ス
１２月１４日（水）
１４：００～１４：３０

対　象／１８歳以上の健康な方
定　員／①②各１５人③９人（先着）
受講料／各１回４００円（プール利用料を含む）
申し込み／当日３０分前からエコハウス１３８

講座名 日　時

①朝 ヨ ガ １２月６・１３・２０・２７日（火）　８：４５

②スモールボールｄｅ健康 １２月１・８・１５・２２日（木）　１３：３０

③カ ラ ダ 整 え る ヨ ガ １２月１４・２８日（水）　１９：３０

対　象／１８歳以上の健康な方
定　員／①②各２５人③２１人（先着）
受講料／各１回５００円

申し込み／①は開催日の１週間前②③は当日３０分前からエコ
ハウス１３８

野村万作・萬斎・裕基 狂言の世界
日　時／１２月２４日（土）　午後２時
会 場／一宮市民会館
入場料／Ｓ席５，５００円・Ａ席４，５００円・Ｂ席３，５００円（全席指
定）。未就学児は入場不可
前売り／一宮・尾西市民会館（（６２）８２２２）、木曽川文化会
館（（８６）７５８１）などで販売中

地球に接近したばかりの火星を観望しよう
～火星、おうし座のプレアデス星団～
日　時／①１２月１６日（金）②１７日（土）　午後７時～８時１５分

（雨天中止）
定　員／各２０人（先着。中学生以下は保護者同伴）
申し込み／１２月６日（火）の午前１０時から電話で地域文化広場

１月５日（木）～３月３１日（金）は、プラネタリウムは休館

プラネタリウム館の新番組がスタート
　１２月３日（土）から一般番組｢かいけつゾロリ｣、「たなばた
ものがたり」、低学年・幼児向け番組「しらゆきひめ」が始
まります。

文化教室
内 容／石田流生け花、パッチワーク、フラダンス、やさし
い英会話、トラベル英会話、池坊生け花、ベーシックヨガ、
美ボディエクササイズ、手編み、陶芸、ハタヨガ、ヒーリン
グヨガ、茶道（表千家・裏千家）、書道、水彩画、健康太極拳、
韓国語入門、韓国語会話、水墨画、バレトン、骨盤エクササ
イズ、タイ式ヨガ、大正琴、エクセル、ワード
※�開催日時・受講料・申し込み方法など詳しくは、募集チラ
シで確認

教室名 日　時 受講料 申込日時

①男の旨めし
おうちごはん

１月７日からの土曜日
９：３０（５回）

３，２５０円
１２月１０日（土）
９：３０

②おせち料理１２月２５日（日）　９：３０ １，３００円
１１月２６日（土）
１１：３０

③クリスマス
ケーキ作り

・

１２月１７日（土）　９：３０
１２月１８日（日）　９：３０

各６５０円
１１月２６日（土）
９：３０

④カラテサイズ
１月５日からの木曜日
１０：００（５回）

２，７５０円
１２月１５日（木）
１１：３０

⑤ヨ ガ ｄ ｅ
リラックス

１月１０日からの火曜日
１０：３０（１０回）

５，５００円
１２月１３日（火）
１１：３０

教材費も必要な教室あり。詳しくはウェブサイトなどで確認

対　象／①男性②１８歳以上の方③高校生以上の方④女性

申し込み／受講料を持参の上、スポーツ文化センター（１人１
人分。抽選）

自主文化事業 アイプラザ一宮 （７７）６６１２

まったりんこピエロらむね。ちゃんとクリスマス会！

日　時／１２月２４日（土）　午後２時～３時３０分
定　員／９０人（先着）
入場料／１，０００円（小学生以下は５００円。３歳以下は無料）

申し込み／電話でアイプラザ一宮

教室名 日　時

①ズ ン バ １月１６日からの月曜日　１９：３０（１０回）

②リ ラ ッ ク ス
ベビーマッサージ

１月１２日からの木曜日　９：３０（１０回）

③スピニングバイク １月５日からの木曜日　１９：１５（１０回）

④ト ラ ン ポ リ ン １月６日からの金曜日　２０：００（１０回）

対 象／①③④１５歳以上の方（中学生を除く）②２～１１カ
月の乳児と保護者
定　員／①３０人②２０組③１０人④１５人（抽選）
受講料／①②④各５，５００円③８，８００円
申し込み／１２月３日（土）～１８日（日）の午後５時までに総合体育
館・尾西スポーツセンター・木曽川体育館

カルチャー教室 総合体育館 （５３）６３００

１月９日（祝）の午前９時～午後２時は、
トレーニングルームだけ利用不可

水泳教室 温水プール （７７）４７２７

日　時／１月２０日（金）～３月１７日（金）に週１回１時間の教室
を８回（①親子＝日曜日、②未就園児＝火・木曜日、③子ど
も＝火・水・木・金・土・日曜日、④大人＝火・水・木・金
曜日）
対　象／市内在住・在学・在園の方（市外も場合により可）
受講料／①②各６，０００円③７，０００円④５，５００円

申し込み／①～③は１２月１３日（火）～２５日（日）、④は１月１３日（金）
から温水プール
※内容・開催日時・定員などの詳細は問い合わせ

教室名 日　時 定員 受講料

①プ リ ザ ー ブ ド
フ ラ ワ ー

１２月１８日（日）
１０：００～１２：００

２０人
（先着）

２，５００円
（教材費）

②梅の剪定講習会
１２月２０日（火）
１０：００～１２：００

１０人
（先着）

１００円
（保険料）

①は小学生以下は保護者同伴。②は１８歳以上が対象

申し込み／１２月２日（金）の午前１０時から①は８日（木）、②は１８
日（日）の午後５時までに電話で大野極楽寺公園管理棟（
０８０（９１１０）３０１５）

一宮市民会館 （７１）２０２１
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ス
まちかど

ナップ

大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」
スペシャルトーク ｉｎ 一宮

　承久の乱の軍議が、かつて一宮の地で行われた

ことにちなみ開催されました。第１部で一宮市と

承久の乱の関係について解説した後、小栗旬さん

と坂口健太郎さんがステージに現れると、会場は

熱狂の渦に。ドラマの撮影秘話や、前日に訪れた

「承久の乱」縁の地の感想を話す二人の楽しそう

な様子に観客もにっこり。小栗さんの小気味良い

トークと、坂口さんの優しさあふれる受け答えで、

会場は大いに盛り上がりました。

１１月３日　市民会館

情
いちのみや’ｓ

報発信地
※料金の記載がないものは無料。申し込みの記載がないものは当日直接会場

初日の出を見ながら初もうでジョギング！

真清田神社から国府宮神社（稲沢市）までの往復

約１３㎞を、初日の出を見ながら走ります。

日　時／１月１日（祝）　午前５時５０分集合（小雨

決行）

会　場／真清田神社本殿前

問い合わせ／一宮初もうでジョギングの会・伊藤　

０９０（６６４２）４００２

　このコーナーは市民の皆さんの情報発信の場です。
全市を対象にしていないものなど、掲載できない場合
もあります。２月号の締め切りは１２月２１日（水）です（抽
選）。申し込み方法など詳しくは、  ＩＤ  １０３４７１８をご確認
ください。ウェブ版の「いちのみや’ｓ 情報発信地」も掲
載しています。 

問い合わせ　広報課 （２８）８９５１
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子育て支援センター

中　央 （８５）７０２６　　丹　陽 （２８）９１４６
千　秋 （２８）９７７１　　東五城 （８５）９３３９
黒田北 （２８）９７６９　　里小牧 （２８）９７７０

いちのみや子育て支援
アプリを配信しています

Ａｎｄｒｏｉｄ版 ｉＯＳ版

公園へいこっ！

こっこ相談室

人見知りや
場所見知りが激しいの…

　１歳８カ月。公園など外出先で話し掛けられ

ると、急に黙り動かなくなってしまいます。ど

こでも遊べるようになってほしいんだけど…。

　人見知りや場所見知りは

自分にとって「安心できる

場所」をつくっているとき

に見られる姿。安心できる場所があることは心の育ち

に大切だから、今は無理に他の子と関わらせようとし

なくても大丈夫。もし急に動かなくなったときに、他

の子の遊ぶ様子を見ていたら、友達やその場所に興味

があるということだよ。「お友達楽しそうだね」「あっ

ちで一緒に遊ぼうか」などと話しながら場所を移動し

て、一緒に遊ぶようにしてみてね。親が周りの子に声

を掛けたり、そばで同じ遊びをしたりしていると「こ

こで遊ぶのは楽しいな」と感じて、自分から遊びたい

所に行くようになると思うよ。

こっこ相談員の

アドバイス

相談名 日　時 相談電話・会場

育　　児

１２月５日（月） １３：００～１５：００

中保健センター
（７２）１１２１

西保健センター
（６３）４８３３

１２月１９日（月） １３：００～１５：００
北保健センター

（８６）１６１１

子 ど も
悩みごと

月～金曜日　８：３０～１７：１５
（正午～午後１時、２９・３０日を除く）

本庁舎４階子ども家庭相談課
（２８）９１５２

子ども悩みごと
メ ー ル 相 談

市ウェブサイト（  ＩＤ  １０４６６７５ ）で随時受け付け

発達の気
になる子

月～金曜日 ９：００～１６：００
（２９・３０日を除く）
＊在住地区により担当が
分かれます＜予約制＞。

いずみ学園
（７８）３１１１

まーぶるの森
（８６）６８２０

チャイブ
（６４）６３６２

中央子育て支援センター（ －ビル５階）

▼    ９：００～１７：００（５・１９・２９～３１日を除く）

その他の子育て支援センター

▼    月～金曜日　９：００～１６：００（２９～３１日を除く）

▼１２月の開場日時（子育ての困りごとに対応。電話相談も可）

独りで悩まないで、相談を！ （その他の相談は１５㌻）

催　し 日　時 会　場 対　象 申し込み

ママといっしょでいいな
ＩＤ  １０５２８７９

１月１９日（木）
２６日（木）

１０：１５～１１：１５ 中保健センター
１歳児と親で２回とも
参加できる方（抽選２３組）

１２月２０日（火）・２１日（水）に電話で
千秋子育て支援センター※

パパもいっしょに遊ぼっ！

ＩＤ  １０５２８６０
１月１４日（土）１０：００～１１：３０ 葉栗公民館

未就園児と親
（抽選各２０組）

１２月１４日（水）・１５日（木）に電話で
黒田北子育て支援センター※

公園へいこっ！

ＩＤ  １０５２５１０
１２月１日（木）
（雨天中止）

１０：３０～１１：００ 大野極楽寺公園 未就園児と親・家族など
当日直接会場（問い合わせは
黒田北子育て支援センター）

親子でねんど
ＩＤ  １０５２８５８

１月１３日（金）１０：００～１１：３０
東五城
子育て支援センター

２歳児と親（抽選２０組）
１２月１４日（水）・１５日（木）に電話で
里小牧子育て支援センター※

フレッシュママ交流会
ＩＤ  １０４２００９

１月１１日（水）
２５日（水）

１０：００～１１：００

尾西生涯学習センター
講堂 第１子の３～１１カ月の乳

児と母親で２回とも参加
できる方

（抽選各１２組）

１２月１６日（金）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）※

１月１２日（木）
２６日（木）

木曽川庁舎
３階第３研修室

１月１３日（金）
２７日（金）

千秋公民館

赤ちゃんセミナー
ＩＤ  １０４７４１１

１月１４日（土）
　　１９日（木）
　　２６日（木）

１０：００～１１：３０
尾西生涯学習センター
講堂・大ホール

妊婦、０歳児の親・家族
（抽選１５人）

１２月１６日（金）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）※
２６日は子どもの入場不可（託児
あり、抽選７人）

あっぷっぷ
ＩＤ  １００１２８５ 

１２月２日（金）

１４：００～１４：４０

東五城子育て支援センター
第１子の３～１１カ月の
乳児と親

当日直接会場
（問い合わせは各会場）

１２月１３日（火） 千秋・里小牧子育て支援センター

１２月２１日（水） 丹陽・黒田北子育て支援センター

対象は全て市内在住の方。参加料は全て無料。申し込みの※は電子申請可
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月
移動図書館ほたる号 １０：１５～１１：００

１３：３０～１４：３０
１５：００～１６：００

移動子育て支援センターこっこ

上段はほたる号

下段はこっこ

１０１０６３１ＩＤ１０１２８２３ＩＤ

悪天候で中止する場合があります。

間部香代／著

グラフィック社／刊

　日本の切手を作っているのは、たっ

た８人のデザイナーたち。デザインの

スタイルや個性の異なる８人の想いと

仕事を紹介する。切手制作の流れなど

を説明したコラムも掲載。

村上しいこ／作　北澤平祐／絵

フレーベル館／刊

　千愛は３年生になってから、なんだ

かうまくいかない。友達の輪にうまく

なじめなくて…。学童クラブ「くれよ

ん」を舞台に、女の子たちの友情と悩

み、将来へのあこがれを描く、優しく

てちょっぴりほろ苦い物語。

図書館からのお知らせ

玉堂記念木曽川図書館
（８４）２３４６

１０５３０７８ＩＤ

おはなし会／１１日（日）・２５日（日）１４：００

おはなしひろば／１７日（土）１１：００

読み聞かせ会／２４日（土）１１：００

尾西図書館 １０５３０６３ＩＤ（６２）８１９１

おはなし会／３日～２５日の土・日曜日　１４：００

たのしいおはなし会 朗読／１０日（土）１１：００

親子で楽しむ会／１４日（水）１１：００（未就園児）

ストーリーテリングの会／２４日（土）１１：００（５歳以上）

子ども文化広場図書館 １０５０３０３ＩＤ

（２５）１３５０

おはなしひろば／１０日（土）１５：００

よむりんの森のおはなし会／１１日（日）１５：００

布絵本であそびましょう／１７日（土）１４：００

はじめのいっぽ／２２日（木）１１：００（未就園児）

ストーリーテリングの会／２４日（土）１５：００（５歳以上）

中央図書館 １０２６６０２ＩＤ（７２）２３４３

地域文化広場図書室 （５１）２１８０

えほんのひろば／１３日（火）１１：００（未就園児）

１２１２ １０：００～１５：００（※は１４：００まで）

一般書

おすすめ本
切手デザイナーの仕事

なりたいわたし児童書

１日（木） ５日（月） ６日（火） ７日（水） ８日（木）

１２日（月） １３日（火） １４日（水） １５日（木） １６日（金） ２０日（火） ２１日（水）

２２日（木） ２７日（火）

北方青衾社� 
丹陽小学校� 
浅野公園� 

丹羽公民館� 
今伊勢西小学校�
奥町前並二公民館�

千秋町出張所�
丹陽南小学校�
多加木記念館公民館�

尾関平山住宅�
朝日西小学校�
樫の木文化資料館�

東浅井浅井神社�
大和西小学校�
馬引公民館駐車場�

大野公民館� 
千秋東小学校�
浮野八幡社� 

大和豊島台ちびっ子広場�
赤見小学校� 
佐千原坂手神社�

萩原町出張所�
木曽川東小学校�
馬寄石刀神社�

西小島公民館�
北方小学校� 
光明寺愛宕神社�

島村若栗神社�
開明小学校� 
本神戸酒見神社�

奥町出張所� 
中島小学校� 
於保共同出荷場�

西御堂津島神社�
葉栗小学校� 
西海戸公民館�

子ども文化広場図書館向山公民館

葉栗公民館 神山公民館今伊勢公民館大和南小学校※

２３日（金） ２６日（月）

時之島いこいの広場

朝日東児童館�
宮後野見神社�

平島公民館� 
千秋南小学校�

９日（金）２日（金）

北方公民館 開明いこいの広場 浅井公民館

萩原公民館 西成公民館

ストーリーテリングの会

３日（土）１１：００・１７日（土）１５：００（５歳以上）、２５日（日）

１４：００（４歳以下は保護者同伴）

おはなし会 読み聞かせ

３日（土）・４日（日）１５：００、１１日（日）・１８日（日）・２４日（土）

１１：００・１５：００、２２日（木）１０：３０

おはなし会 紙しばい

１０日（土）・２５日（日）１１：００・１５：００

おはなし会 ろうどく／１７日（土）１１：００



全面広告

★財源確保のため有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは直接広告主へお願いします。
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